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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 69,508 56.3 △419 ― △1,050 ― △2,529 ―

22年3月期第3四半期 44,467 △68.2 △9,926 ― △10,134 ― △13,140 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 △15.40 ―

22年3月期第3四半期 △79.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 156,043 83,526 52.0 494.47
22年3月期 145,370 88,271 59.2 523.52

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  81,210百万円 22年3月期  86,031百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

※期末配当は今後業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 96,000 59.1 1,200 ― 200 ― △1,200 ― △7.30

2020054
画像



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な不確定要因によって予想数値
と異なる場合があります。 
２．配当の状況に関しましては、23年3月期の期末配当は今後業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。予想が可能に
なり次第、速やかに公表いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2. その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  168,775,770株 22年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,538,570株 22年3月期  4,444,005株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  164,293,475株 22年3月期3Q  164,344,391株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、円高の進展に伴う輸出の減速や、エコカー補助

金等の経済対策が一段落した影響もあり、足踏み状態となっております。 

 工作機械業界におきましては、平成20年９月の金融危機による世界的な投資抑制からの回復局面にあ

り、中国を中心とした新興国で引き続き需要が拡大し、日本・米州・欧州市場でも着実な需要の回復が

見られました。業界受注額は、平成21年１月の190億円を底に、平成22年12月では988億円まで回復して

おります。 

 このような状況の中で、当企業グループは、顧客拡大、生産改革、体質強化のための諸施策により、

受注・売上の増加、収益の底上げを引き続き進めてまいりました。 

 顧客拡大におきましては、グローバル販売・サービス体制の強化、グローバル市場に向けた新商品・

新技術の開発を進めてまいりました。 

 新興国への販売・サービス体制の強化として、中国においては第１四半期に設立した長春・済南を含

む８箇所の拠点、またインドにおいては第２四半期に設立したバンガロールを含む４箇所の拠点の機能

強化を進めてまいりました。 

 新商品開発については、高品質・高付加価値を追求するプレミアム・プロダクトを商品戦略の基軸と

して、新しい領域である高速横形マシニングセンタ「MB-1000Hシリーズ」を一斉開発し、市場に投入い

たしました。また、高性能でありながら価格を市場ニーズにマッチさせた新基軸である「GENOSシリー

ズ」の、１サドルCNC旋盤「GENOS-Lシリーズ」が、2010年十大新製品賞モノづくり賞（日刊工業新聞社

主催）を受賞いたしました。 

 新技術開発については、当企業グループの強みの一つである機電融合技術を活かした知能化技術「加

工ナビ」を新たな付加価値創造モデルとして市場にアピールしてまいりました。これら新製品、新技術

を2010年10月から11月に開催されました「第25回日本国際工作機械見本市（JIMTOF）」に出展し、好評

を頂きました。 

 生産改革におきましては、国内２工場（愛知県丹羽郡大口町、岐阜県可児市）での集中生産体制の

下、受注拡大に合わせて生産能力を引き上げながら、引き続き製造効率の向上、リードタイム短縮に取

り組んでまいりました。 

 体質強化におきましては、生産改革による効率向上に加え、コストダウンの加速、品質のさらなる向

上に取り組み、短期的な収益確保と成長期での収益拡大への基盤づくりを進めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における連結受注高は819億４千１百万円（前年同四半期比

106.5％増）、連結売上高は695億８百万円（同56.3％増）、営業損失は４億１千９百万円（前年同四半

期は営業損失99億２千６百万円）、経常損失は10億５千万円（前年同四半期は経常損失101億３千４百

万円）、四半期純損失は25億２千９百万円（前年同四半期は四半期純損失131億４千万円）となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して106億７千３百万円増

加し、1,560億４千３百万円となりました。主な要因は、「現金及び預金」の増加89億２千７百万円、

「受取手形及び売掛金」の増加54億２千５百万円、及び「有形固定資産」の減少45億１千万円によるも

のであります。また、負債は前連結会計年度末と比較して、154億１千８百万円増加いたしました。主

な要因は、「支払手形及び買掛金」の増加110億５千８百万円、及び「長期借入金（「１年内返済予定

の長期借入金」を含む）」の増加55億８千７百万円によるものであります。純資産は、「利益剰余金」

の減少25億２千９百万円、及び「為替換算調整勘定」の減少21億９千６百万円により、47億４千５百万

円の減少となりました。この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は52.0％となりまし

た。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して89億５千

万円増加し、437億７千５百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、41億７千７百

万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は94億４千４百万円の収入）。主な要因は、税金

等調整前四半期純損失18億２千４百万円、減価償却費40億１百万円、売上債権の増加65億８千２百万

円、たな卸資産の増加32億３千６百万円、及び仕入債務の増加121億３千８百万円によるものでありま

す。投資活動によるキャッシュ・フローは、６億７千４百万円の収入となりました（前年同四半期連結

累計期間は36億７千５百万円の支出）。主な要因は、有形固定資産の売却による収入21億９千９百万

円、無形固定資産の取得による支出７億３千１百万円、及び有形固定資産の取得による支出６億円によ

るものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、53億８千９百万円の収入となりました（前

年同四半期連結累計期間は６億３千９百万円の収入）。主な要因は、長期借入れによる収入100億７百

万円、及び長期借入金の返済による支出44億１千９百万円によるものであります。 

  

今後の経済情勢の見通しにつきましては、くすぶる欧州の金融不安や不安定な為替情勢など不透明な

状況にありますが、新興国を中心とした海外経済の改善等により、景気は緩やかな回復を続けていくも

のと思われます。 

 工作機械需要につきましては、内需においては先行き不透明感が強いものの、中国をはじめとした新

興国の需要による押し上げ、先進国市場での需要拡大に牽引され、引き続き増加基調で推移するものと

思われます。 

 このような状況の下で当企業グループは、これまで進めてきた顧客拡大、生産改革、体質強化の諸施

策を加速して進めてまいります。 

 顧客拡大におきましては、プレミアム・プロダクトが提供する付加価値をグローバルにアピール、新

興国を中心に販売・サービスネットワークの更なる充実・強化により受注・売上の拡大を進めてまいり

ます。 

 生産改革におきましては、当企業グループが掲げる「高効率スピード生産」に向けて、製造効率のさ

らなる向上、生産リードタイムの短縮を加速いたします。海外におきましては、「GENOSシリーズ」の

ユニット生産の本格展開及び中国での生産体制の強化により、グローバルでの製品供給能力を高めてま

いります。 

 体質強化におきましては、製造効率の向上、製造変動費の引き下げなどにより、収益力の強化を図っ

てまいります。 

 このような諸施策を確実に実行し、定着する円高への対応、今期の収益の向上、さらには来期の成長

戦略へ繋げてまいります。 

 以上を踏まえ、平成22年11月４日公表の平成23年３月期の連結業績予想に変更はございません。 

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

１ 簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響は軽微でありま

す。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 48,536 39,608

受取手形及び売掛金 22,242 16,816

たな卸資産 33,271 31,798

その他 3,638 2,772

貸倒引当金 △673 △636

流動資産合計 107,015 90,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,526 16,591

その他（純額） 12,562 16,007

有形固定資産合計 28,089 32,599

無形固定資産 2,536 3,242

投資その他の資産

投資有価証券 14,717 15,340

その他 3,749 3,893

貸倒引当金 △64 △64

投資その他の資産合計 18,402 19,168

固定資産合計 49,028 55,010

資産合計 156,043 145,370
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,413 9,354

短期借入金 125 269

1年内返済予定の長期借入金 13,212 11,837

未払法人税等 316 671

賞与引当金 494 834

その他の引当金 231 168

その他 6,493 6,265

流動負債合計 41,286 29,401

固定負債

社債 5,000 5,000

長期借入金 22,646 18,434

退職給付引当金 850 792

その他の引当金 83 77

負ののれん 180 505

その他 2,469 2,888

固定負債合計 31,230 27,697

負債合計 72,517 57,098

純資産の部

株主資本

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 41,673 41,673

利益剰余金 31,251 33,780

自己株式 △3,228 △3,176

株主資本合計 87,695 90,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 565 607

為替換算調整勘定 △7,050 △4,853

評価・換算差額等合計 △6,484 △4,246

少数株主持分 2,315 2,240

純資産合計 83,526 88,271

負債純資産合計 156,043 145,370
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 44,467 69,508

売上原価 38,636 53,837

売上総利益 5,831 15,670

販売費及び一般管理費 15,757 16,090

営業損失（△） △9,926 △419

営業外収益

受取利息 73 95

受取配当金 192 192

負ののれん償却額 390 324

持分法による投資利益 12 57

その他 412 265

営業外収益合計 1,082 935

営業外費用

支払利息 453 639

為替差損 330 536

その他 506 389

営業外費用合計 1,290 1,566

経常損失（△） △10,134 △1,050

特別利益

固定資産売却益 86 －

投資有価証券売却益 43 －

特別利益合計 130 －

特別損失

投資有価証券評価損 186 773

特別損失合計 186 773

税金等調整前四半期純損失（△） △10,190 △1,824

法人税等 2,909 520

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,344

少数株主利益 40 185

四半期純損失（△） △13,140 △2,529
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △10,190 △1,824

減価償却費 4,491 4,001

負ののれん償却額 △390 △324

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 64

賞与引当金の増減額（△は減少） △849 △334

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 51

受取利息及び受取配当金 △266 △288

支払利息 453 639

為替差損益（△は益） △119 152

持分法による投資損益（△は益） △12 △57

投資有価証券評価損益（△は益） 186 773

投資有価証券売却損益（△は益） △43 －

固定資産売却損益（△は益） △86 －

売上債権の増減額（△は増加） 14,770 △6,582

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,972 △3,236

仕入債務の増減額（△は減少） △11,675 12,138

その他 449 △683

小計 7,623 4,491

利息及び配当金の受取額 307 323

利息の支払額 △309 △481

法人税等の支払額 △1,371 △874

法人税等の還付額 3,195 719

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,444 4,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △4,200 －

有形固定資産の取得による支出 △1,264 △600

有形固定資産の売却による収入 2,993 2,199

無形固定資産の取得による支出 △897 △731

投資有価証券の取得による支出 △195 △93

投資有価証券の売却による収入 87 10

その他 △199 △110

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,675 674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △7,000 △130

長期借入れによる収入 7,000 10,007

長期借入金の返済による支出 △4,002 △4,419

社債の発行による収入 5,000 －

リース債務の返済による支出 △23 △14

自己株式の売却による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △6 △52

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

配当金の支払額 △328 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 639 5,389

現金及び現金同等物に係る換算差額 203 △1,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,611 8,950

現金及び現金同等物の期首残高 26,376 34,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,988 43,775
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  ① 受注状況 

   
(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

(1)製品別受注及び販売の状況 

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 8,787 5,225 23,661 9,194

マシニングセンタ 19,449 14,036 39,056 21,894

複合加工機 9,044 3,975 15,605 5,437

ＮＣ研削盤 575 502 1,151 700

その他 1,833 746 2,466 1,293

合計 39,690 24,487 81,941 38,519

② 販売実績

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 10,142 22.8 20,365 29.3

マシニングセンタ 23,292 52.4 31,487 45.3

複合加工機 9,161 20.6 14,610 21.0

ＮＣ研削盤 621 1.4 1,169 1.7

その他 1,248 2.8 1,874 2.7

合計 44,467 100.0 69,508 100.0
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……ドイツ 

(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

  

  

 
  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ 

(2) 欧州……ドイツ、ロシア 

(3) アジア・パシフィック……中国、オーストラリア、タイ、台湾、韓国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

(2)所在地別情報及び海外売上高

①所在地別情報

前第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

25,459 9,445 6,674 2,887 44,467 ― 44,467

(2) 所在地区分間の
内部売上高又は
振替高

6,748 29 201 860 7,838 ( 7,838) ―

計 32,207 9,475 6,875 3,747 52,306 ( 7,838) 44,467

 営業損益 △9,627 △679 △835 △164 △11,307 1,381 △9,926

当第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

40,092 15,577 8,271 5,565 69,508 ― 69,508

(2) 所在地区分間の
内部売上高又は
振替高

18,860 56 53 1,353 20,325 (20,325) ―

計 58,953 15,634 8,325 6,919 89,833 (20,325) 69,508

 営業損益 △1,617 617 △235 412 △823 403 △419

②海外売上高

前第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日)

米州 欧州
アジア・ 

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,232 6,718 9,541 25,491

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 44,467

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.8 15.1 21.4 57.3

当第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)

米州 欧州
アジア・ 

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,355 8,338 17,482 42,176

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 69,508

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.5 12.0 25.2 60.7
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